
作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-1122  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-7463  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 5時30分～19時30分
(2) 9時00分～23時35分
(3)12時30分～20時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-2019  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～12時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-39-1300  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり 　
(1)10時00分～18時00分
(2)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-6076  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～17時30分 保育士

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2454  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分 介護支援専門員
(2) 8時30分～12時30分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-29-1000  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0327  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-3811  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時00分～19時00分 美容師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-1144  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 7時45分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-2125  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許一種

フォークリフト技能者

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-4133  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時00分～18時00分 介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-29-1596  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～16時45分
(2) 7時30分～16時15分
(3) 7時45分～16時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-36-0665  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2114  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分 看護師
(2)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0163  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

【対象者】雇用保険を受給できない求職者の方で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認められる方

【内　容】求職者支援訓練等を受講し、スキルアップが図れます。（受講料は無料、テキスト代は自己負担）

　　　　　訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

　　　　　一定要件を満たす方に訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

火他

正看護師
月給

医療法人　福寿会　宇都宮病院
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
249,500円～
341,000円2人 八幡浜市１５３６－１１８

38030- 1784181

求職者支援制度のご案内

八幡浜市北浜１丁目１－１

38030- 1779681 土日祝他

給食調理員
日給

八幡浜市役所 雇用・労災・
健康・厚生

不問
119,000円～
119,000円1人

事務員
月給 株式会社　八西ホンダ

（ホンダカーズ八幡浜）
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
160,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙１０９１番地

38030- 1783281

他

土日他

介護支援専門員
月給 セントケア四国　株式会社

セントケア八幡浜
雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
234,500円～
283,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８－５　マルマビル１Ｆ

38030- 1774881

八幡浜市沖新田１５８１－２２　港湾ビル２Ｆ

38030- 1769081 日他

長距離運転手【見習
い】

日給
丸回企業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

128,800円～
138,000円1人

137,600円～
137,600円2人 愛媛県西予市宇和町皆田１５０６

38030- 1764481 土日祝他

紙加工員（宇和工場）
日給

宇和特紙　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問

月他

美容師
月給

ｓｕｒｅ～ｈａｉｒ　ｈｅａｌｉｎｇ～ 雇用・労災40歳以下
141,000円～
220,000円1人 愛媛県八幡浜市１４５５－２３

38030- 1756481

八幡浜市１１９９－１（昭和通り）

38030- 1752381 日他

自動車板金塗装工
月給

安全自動車　有限会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
180,000円～
220,000円1人

日他

建築大工
日給

中央綜合建設　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
163,100円～
291,250円1人 西予市宇和町卯之町１－３９６

38030- 1750181

愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030- 1741181 土日他

施設ケアマネージャー
月給 社会福祉法人　白寿会

介護老人保健施設　西安
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
196,200円～
230,000円1人

日祝他

月他

保育士（正社員）
月給 社会福祉法人　和泉蓮華会

八幡浜市運営委託園　白浜保育所
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
179,800円～
187,400円1人 愛媛県八幡浜市１５５０－２０

38030- 1736681

ホールスタッフ又は調
理員

月給
有限会社　めん坊 雇用・労災・

健康・厚生
不問

160,000円～
226,000円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉３０番地

38030- 1734081

西宇和郡伊方町九町１－１８００－７

38030- 1732281 日祝他

1人 愛媛県八幡浜市沖新田１５８１－２１

38030- 1728681 他

受付及び歯科助手
月給

町見歯科診療所 雇用・労災・
健康・厚生

不問

愛媛県八幡浜市産業通１５－２０

38030- 1726081 他

船内作業員（売店、客
室案内等）【別府・臼
杵航路】

月給
宇和島運輸商事　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
57歳以下

174,500円～
175,000円

タイヤの販売・修理・
交換スタッフ

月給
有限会社　ミスタータイヤマン八幡浜 健康・厚生44歳以下

150,000円～
170,000円1人

150,000円～
160,000円1人

品質管理スタッフ（補
助）

月給
株式会社　えひめフーズ 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

150,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町喜木２－７８－１

38030- 1724281

6月　1日
6月 15日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金（月額換算）

必要な免許資格
休日

求人者名・所在地・求人番号・就業場所等

日他

℡ 0894-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

（八幡浜公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承ください。 

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。(https：//www.hellowork.go.jp/) 
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(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

ホームヘルパー１級
介護職員基礎研修

雇用期間の定めなし TEL. 0894-69-1731  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-9879  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 9時00分～23時00分
(2)13時00分～23時00分
(3) 9時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-2005  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種

土木施工管理技士２級
車両系基礎工事用運転

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2833  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時15分～15時00分 準中型自動車免許

雇用期間の定めなし TEL. 089-925-7824  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 7時30分～15時30分
(2) 8時30分～16時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 089-984-0171  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～17時15分 保育士
(2) 8時30分～12時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-3773  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-2525  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-4481  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし TEL. 0894-69-3101  

正社員 就業場所 愛媛県西予市
　

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-3990  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-82-1100  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-72-0064  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 2時30分～10時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-2288  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

中型自動車免許一種
準中型自動車免許

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-3388  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時20分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 089-933-2333  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 確定拠出年金

【対象者】雇用保険を受給できない求職者の方で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認められる方

【内　容】求職者支援訓練等を受講し、スキルアップが図れます。（受講料は無料、テキスト代は自己負担）

　　　　　訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

　　　　　一定要件を満たす方に訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

土日祝他

求職者支援制度のご案内

会計経理事務員（正社
員）

月給
愛媛証券　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
160,000円～
300,000円1人 八幡浜市須崎５－２

38030- 1694181

2人 愛媛県八幡浜市産業通１１－３１

38030- 1707881 土日祝他

配送助手（短期アルバ
イト）

時給
ハチモク　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

144,000円～
144,000円

38030- 1699581 土他

38030- 1712581 他

せり及びトラック運転
手

月給
玉岡水産　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
35歳以下

170,000円～
230,000円1人

家畜飼養作業員
日給

愛媛県農林水産研究所　畜産研究センター 雇用・労災・
健康・厚生

不問
115,770円～
115,770円1人 愛媛県西予市野村町阿下７－１５６

愛媛県八幡浜市４３５－３５

日他

フロント業務員
時給

株式会社　城川ファクトリー 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
133,056円～
133,056円1人 愛媛県西予市城川町下相１００８－１

38030- 1711981 他

左官工補助員
日給

有限会社　菊池塗装 雇用・労災・
健康・厚生

不問
159,250円～
196,000円1人 愛媛県八幡浜市八代２３８－１

38030- 1710681

1人 愛媛県西予市明浜町俵津４―４４

38030- 1716281 日他

1人 八幡浜市１１９８番地１

38030- 1714781 日他

日祝他

自動車整備・板金・塗
装工（見習可）

日給
清水モータース　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
140,400円～
205,200円1人

正看護師・准看護師
月給 株式会社　百笑一輝

デイサービスセンターめぐみの里
雇用・労災・
健康・厚生

不問

八幡浜市産業通６－２３

38030- 1713481 日祝他

土木作業員（見習可）
日給

株式会社　新光建設 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
184,000円～
207,000円

170,000円～
200,000円

保育士（うわまち未来
こども園）

時給
社会福祉法人　西予総合福祉会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

144,808円～
144,808円1人 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４－１

38030- 1720581

日他

リネン管理業務／八幡
浜市

時給
伊予基準寝具　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

143,097円～
143,097円1人 愛媛県伊予郡松前町大字出作５２８－１

38010-18381281 日他

配送員
月給

株式会社　パステムマツザワ
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳以下
177,000円～
222,000円1人 愛媛県松山市久万ノ台６９５－１

38010-18372881

38030- 1795681 土日他

他

現場管理及び土木作業
員

月給
八代開発　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

200,000円～
270,000円1人 八幡浜市八代１８２番地

日他

ホール係（ルート保
内）

日給
株式会社　高原観光 雇用・労災・

健康・厚生
不問

134,932円～
139,812円3人 八幡浜市保内町喜木１－７０－１

38030- 1793081

家畜の飼育員
時給

河野畜産　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
148,512円～
171,360円1人 愛媛県西予市宇和町伊賀上９６２番地

38030- 1792181

155,000円～
177,000円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉４５７

38030- 1790881 他

ホームヘルパー「介
護」（サービス提供責
任者）

月給 セントケア四国　株式会社
セントケア宇和町

雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

2



作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

6月　1日
6月 15日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金（月額換算）

必要な免許資格
休日

求人者名・所在地・求人番号・就業場所等

℡ 0894-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

（八幡浜公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承ください。 

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。(https：//www.hellowork.go.jp/) 

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0630  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1)17時00分～10時00分 大型自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-4704  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

建築施工管理技士２級
建築士（２級）

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-1184  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)17時30分～ 9時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-89-4165  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時45分～18時00分
(2) 8時45分～13時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0893-57-6080  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1)10時00分～19時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0056  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-5009  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～16時40分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-66-0334  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～12時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-1211  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-33-1121  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0998  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-3780  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 089-941-6155  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
8時00分～16時30分の間の
7時間程度

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-6430  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～17時30分 看護師
(2) 8時30分～16時45分 准看護師
(3) 8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-0218  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種

土木施工管理技士２級
車両系基礎工事用運転

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2833  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

【対象者】雇用保険を受給できない求職者の方で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認められる方

【内　容】求職者支援訓練等を受講し、スキルアップが図れます。（受講料は無料、テキスト代は自己負担）

　　　　　訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

　　　　　一定要件を満たす方に訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

求職者支援制度のご案内

200,000円～
250,000円1人 八幡浜市八代１８２番地

38030- 1655981 土日他

土木作業員
月給

八代開発　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問

西予市宇和町卯之町４丁目３９３

38030- 1651181 日祝他

38030- 1650281 土日祝他

正・准看護師
月給

医療法人　井上眼科 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
205,000円～
285,000円1人

日祝他

学校生活支援員（宇和
中学校）

時給
西予市教育委員会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

112,000円～
127,400円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

生コンクリート品質管
理員（補助）

月給
菊野生コン　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
40歳以下

160,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市栗野浦４８２

38030- 1678181

175,500円～
264,200円2人 愛媛県西予市野村町野村８－１３５－４

38030- 1676881 日祝他

機械オペレーター（正
社員）

月給
有限会社　ビー・ピー・ユニオン 雇用・労災・

健康・厚生
39歳以下

38030- 1674481 日祝他

38030- 1672981 日祝他

建設作業員
月給

株式会社　河野工務店 雇用・労災・
健康・厚生

35歳以下
180,000円～
230,000円1人

船舶修理工・溶接工
月給

濱田電機鐵工　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
170,000円～
220,000円1人 愛媛県西予市三瓶町安土４７７－１０

愛媛県八幡浜市八代人加志１６９番地

土他

窓口事務係（本店・共
済課）

時給
東宇和農業協同組合

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
125,600円～
128,400円1人 西予市宇和町卯之町２丁目４６２

38030- 1667781 日祝他

事務員
日給

伊予蒲鉾　株式会社
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
126,496円～
128,856円1人 愛媛県西予市宇和町瀬戸３９０－１

38030- 1682481

138,240円～
172,800円1人 西予市宇和町上松葉１８４－２

38030- 1681581 他

給食調理補助員（フル
パート）

時給
医療法人　高仁会 雇用・労災・

健康・厚生
不問

愛媛県松山市高岡町１８３番地１

38010-17728381 他

一般事務（八幡浜営業
所）

月給
宇和島自動車運送　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

151,240円～
174,260円2人

日祝他

調剤薬局事務
月給

有限会社　ケンシンファーマシー 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
151,000円～
151,000円1人 愛媛県大洲市徳森１９９０－１

38080- 1229081

他

建築施工管理技士
月給

小西建設　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
280,000円～
350,000円1人

1人 西予市野村町野村１２号４４６番地

38030- 1688381 他

愛媛県八幡浜市古町２－１－１５

38030- 1687081 日他

大型トラック運転手
（九州方面）

月給
愛媛急配　株式会社　宇和営業所 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

282,000円～
389,000円2人 愛媛県西予市宇和町清沢１６３１

障がい者支援員
月給

社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会 雇用・労災・
健康・厚生

不問
155,000円～
155,000円

38030- 1686181

左官作業員（見習可）
日給

高田建設　有限会社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
183,200円～
194,650円1人 八幡浜市片山町９３

38030- 1695081 日他

3



作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

6月　1日
6月 15日予定

年齢
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賃金形態
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必要な免許資格
休日

求人者名・所在地・求人番号・就業場所等
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ハローワーク八幡浜 

（八幡浜公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 
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交替制あり 　
(1) 8時30分～17時15分 看護師
(2)16時30分～ 1時15分
(3) 0時30分～ 9時15分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-1121  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-4111  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0070  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0070  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

交替制あり 　
(1) 6時30分～15時30分 介護福祉士
(2) 9時00分～18時00分
(3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5855  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-3288  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 社会福祉士

精神保健福祉士
普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-37-2686  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 7時00分～15時00分 普通自動車免許一種
(2)14時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-3211  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～18時30分 看護師
(2) 8時30分～12時30分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-20-8800  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１年単位） 　
(1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-36-0510  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 6時00分～15時30分
(2)10時00分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0733  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 6時00分～17時30分
(2) 8時30分～18時00分
(3)10時00分～19時30分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-72-0180  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-66-0088  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分
(3)12時00分～21時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-24-1611  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 6時00分～14時00分 大型自動車免許一種
(2) 6時30分～14時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-24-0580  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-0030  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

【対象者】雇用保険を受給できない求職者の方で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認められる方

【内　容】求職者支援訓練等を受講し、スキルアップが図れます。（受講料は無料、テキスト代は自己負担）

　　　　　訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

　　　　　一定要件を満たす方に訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

求職者支援制度のご案内

1人 西予市野村町野村１１－１１０

38030- 1613981 日他

介護職員（デイサービ
スセンターバンブー）

月給
医療法人　竹林院　整形外科　井関医院

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
130,000円～
140,000円

38030- 1610081 土他

他

運転手（九州方面）
月給

有限会社　阿部商店 雇用・労災・
健康・厚生

44歳以下
140,000円～
140,000円2人 愛媛県八幡浜市１５２３番地２（北大黒町）

介護職員【資格なし】
時給 テルウェル西日本　株式会社　四国支店

グループホーム　サルビア
雇用・労災・
健康・厚生

不問
186,224円～
191,224円2人 八幡浜市江戸岡１丁目２番９号

38030- 1630581

157,500円～
270,000円2人 八幡浜市日土町２－２４４

38030- 1627181 日祝他

鉄工（見習い可）
日給

有限会社　曽根鉄工
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳以下

他

他

給食調理員
日給

西予市立野村病院 雇用・労災・
健康・厚生

不問
154,860円～
156,890円2人 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地

38030- 1620681

日祝他

1人 愛媛県八幡浜市字白浜１５３６番地５

38030- 1648581 日祝他

調理補助係（主任候
補）

月給
八幡浜日整自動車工業　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

170,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市松柏乙９５４－２

38030- 1619181

コンクリート製品の製
造・型枠工又は製管工

月給
興國コンクリート　株式会社　八幡浜工場 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

正看護師又は准看護師
月給

医療法人　みかんこどもクリニック
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
150,000円～
250,000円

160,000円～
220,000円2人 愛媛県八幡浜市保内町川之石字新田１－２３６－１

38030- 1618281

38030- 1645381 他

ガソリンスタンド店員
（セルフ）

月給
株式会社　ＪＡ東宇和サービス

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
145,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市宇和町下松葉５３６番地

日他

生活相談員
月給

株式会社　オレンジハート 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
180,000円1人 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地１００－１

38030- 1643181

38030- 1637381 日祝他

大工（見習可）「建
設」

日給
昭和建設　有限会社 雇用・労災・

健康・厚生
不問

162,000円～
337,500円1人 愛媛県八幡浜市向灘３５２（高城４）

1人 八幡浜市向灘２２９番地１４

38030- 1666481 他

介護職員（正社員）
月給 社会福祉法人　ことぶき会

介護老人保健施設　青葉荘
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
155,000円～
185,000円

38030- 1664981 日祝他

日祝他

養鶏場作業員（伊方
町）

月給
愛媛マルハ　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

180,000円～
200,000円1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

土日祝他

食品加工員
日給

マルハフーズ　株式会社 雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下
164,000円～
190,600円1人 愛媛県八幡浜市１０７９－１（矢野町１丁目）

38030- 1663681

事務補助員（農村整備
第一課）

日給
南予地方局　八幡浜支局 雇用・公災・

健康・厚生
不問

136,200円～
136,200円1人 八幡浜市北浜１丁目３番３７号

38030- 1662381

38030- 1658781 他

正看護師【正職員】
月給

西予市立　西予市民病院 公災・健康・
厚生・財形

44歳以下
202,486円～
202,486円10人 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１
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